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［公開編］平成１５年～平成１６年（２年間） ９６点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，９３５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，９３５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３８，８５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9462 公開特許 装身具用止金具の構造 平.13-14 98点 ￥19,800
No,9054 〃 〃 平.11-12 100点 ￥32,400
No,8718 登録・公開 〃 平.9-10 74点 ￥24,500
No,8234(B) 公開特許 〃 平.7-8 77点 ￥24,700
No,7799 〃 〃 平.4-6 92点 ￥25,200
No,7372 〃 〃 平.2-3 98点 ￥23,700
No,6842 〃 〃 昭.63-平.1 95点 ￥23,000
No,6292 〃 〃 昭.60-62 105点 ￥24,600
No,8234(A) 登録公告 〃 平.7-8 19点 ￥ 5,300
No,7803 公告特許 〃 昭.62-平.6 85点 ￥26,400
No,6053 〃 〃 昭.57-61 62点 ￥19,700
No,8034 公開特許 磁気健康装身具とその製造方法 平.3-7 50点 ￥21,300
No,8040 〃 装身用宝石の取付方法 平.2-7 94点 ￥25,600
No,6960 〃 〃 昭.55-平.1 98点 ￥26,600
No,7990 〃 装飾用チェーンの製造加工方法 平.5-7 78点 ￥25,000
No,7539 〃 〃 平.2-4 61点 ￥21,400
No,7801(B) 〃 イヤリング・ピアスの構造と製造方法 平.5-6 69点 ￥15,500
No,〃 (A) 〃 〃 平.3-4 88点 ￥19,700
No,7282(B) 〃 〃 昭.63-平.2 120点 ￥31,400
No,6378 〃 〃 昭.61-62 92点 ￥24,600
No,7800(B) 〃 貴金属指輪とその製造方法 平.5-6 75点 ￥16,800
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）
［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
お 申 込 書
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CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥
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℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。
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1 糸止め具の構造 株式会社ピース 41 取付けピンを具えた装飾品
株式会社エノク　ミュージア
ム　コレクション

2 装身具用留め具 株式会社ムラオ 42 長さ調節留め具 津田　くるみ

3 装飾品の連結構造および装飾品 高島産業株式会社 43 装飾チェーン用のデザインパーツ 株式会社並木製作所

4 生花のアクセサリー用フラワーベース 坂口　千鶴子 44 留め金具 株式会社桑山

5 首輪部分の長さ調節具 井上　克美 45 装身用紐・チェーン等の止め具 三和精密工業株式会社

6 装身具 株式会社ミキモト装身具 46 紐状体の連結手段 外谷製紙株式会社

7 装身具 株式会社東栄 47 自在係留ペンダント 株式会社桑山

8 ネックレス止め金具のズレ防止法 立山　真理子 48 留め具付きアクセサリー 大橋　真由美

9 ネックレスの如き身飾品の止め具 株式会社東峰 49
磁石のくっつく力を利用して毛を挟ん
でとめるアクセサリーの止め具。

佐藤　潤

10
装飾品の端末固定部材及び端末固定
方法

中川装身具工業株式会社 50 止具 株式会社東栄

11 装身具 株式会社美宏社 51 止め具、及び、紐止め装置 株式会社プラネット

12 ロケット 株式会社八千代製作所 52 磁気治療装身具構成体
株式会社ヒロセキャスティン
グ

13 装身具 株式会社ミキモト装身具 53 止め具 高柳　君子

14
磁石ユニットおよびそれを用いた止め
具

磯　雄太郎 54
中空立体状の装飾造形体およびその
製造方法

安間　恵子

15
装身具用止め金具および装身具なら
びに装身具用止め金具の製造方法

東新精工株式会社 55 身体の装飾品 株式会社エーワイ電子

16 アクセサリー具及びその製造方法 株式会社長谷部 56 装飾具用複合線状体 二宮　朝保

17 装身用紐・チェーン等の止め具 三和精密工業株式会社 57 装身具用複合線状体 二宮　朝保

18 装身具用止め具 株式会社秋山製作所 58 ネックレスの止め金具 株式会社光彩工芸

19 ブレスレット等の装身具 株式会社トワリエ 59 装飾チェーン用のデザインパーツ 株式会社並木製作所

20 ネックレス 河田　朝子 60 装身具用接続部材 株式会社東栄

21
連結具およびその連結具に用いる部
品の製造方法

星野　雅弘 61 装身具用連結器具 ▲高▼木　哲二

22 装身具及びその製造方法 シチズン時計株式会社 62 表示部付き装身具 中澤　秀夫

23 装身具用連結金具 株式会社ミキモト装身具 63 磁気ブレスレット 株式会社ギガ

24 装飾体の揺動支持機構および装身具 株式会社ミキモト装身具 64 トルマリン製装身具 有限会社竹中商店

25 磁石付止め具 山梨県 65 線材止着部材 株式会社セベル・ピコ

26 身体装飾具 ティーディーケイ株式会社 66 サイズ調整可能な指輪留め具 株式会社桑山

27
磁気ネックレス等構成用磁石収納カプ
セル及び磁気ネックレスと磁気ベスト

ジャパンライフ株式会社 67
装身用紐・チェーン等の止め具の製造
方法及び装身用紐・チェーン等の止め
具

三和精密工業株式会社

28 ネックレス用装飾具 薬師　幸二 68 ネックレス 株式会社トワリエ

29 装身用装飾具のキャッチ
株式会社ジュエリー宝石の
城

69 紐状体の連結手段 外谷製紙株式会社

30 臭い成分発散器 株式会社リーメント 70 紐状体の連結手段 外谷製紙株式会社

31 組合せ装飾用ペンダント基体 株式会社ミネ商会 71 止め具、及び、装身具 株式会社プラネット

32 装身具用連結具
有限会社木次貴金属製作
所

72 磁石式留め金具 網野　哲夫

33
装飾品及びこれを用いた首周りの装身
具

釜谷　夫美子 73 一輪挿しブローチ 株式会社三貴

34 ナカビキ及びトオシとシズク 山岸　義正 74 首掛け装身具 株式会社　共積

35 装身具用ピンの係止機構 楳原　伸之 75 装身具用連結具 株式会社セベル・ピコ

36 装身具
東京セントラル貿易株式会
社

76 装身具 株式会社セベル・ピコ

37
蓄光発光体と、それを用いて成る装身
具・発光視認用構造物要素

朝日インテック株式会社 77 長さを調節可能な装身具
有限会社木次貴金属製作
所

38
装飾の自在性を持ち、鼻孔内部分の
取替えが自由な鼻部装着具

株式会社パンメデア 78 止め具、及び、装身具 株式会社プラネット

39
透明中空状球体内で回転するアクセ
サリー部材とそれを用いた物品

株式会社サカモト 79 調整機能付き金具の加工方法 株式会社桑山

40 装身用装飾具のキャッチ
株式会社ジュエリー宝石の
城

80
磁石を使用した装身具（ネックレス、ブ
レスレット）の連結金具

伊東　宏

以下１６点省略

装身具用止金具の構造　　　No.9792

[公開編]　　平成１５年～平成１６年（２年間）　　　９６点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,935    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,935　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）


